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業務委託仕様書 

 

 

委託 業務名：令和元年度うるま市産業基盤整備計画基本計画策定事業 

委託業務場所：うるま市内 

委託業務期間：契約締結日の翌日から令和２年３月 19日まで 

 

 

 

第１章 総 則 

 

 

 

（業務の目的） 

第１条 本市は、平成 29年３月に、今後５年間の産業振興の基本方針として「うるま市産

業振興計画」を策定した。この基本方針のなかでは、「産業振興支援を通して企業収

益力向上を目指す」として、経済波及効果の高い産業の集積を図るとしている。 

    また、「企業が操業しやすく、市民が働きたくなるような社会環境整備」として、

産業基盤を強化するための産業集積基盤の整備に向けた取組の実施を掲げている。 

    本事業は、産業振興計画の着実な推進のために、昨年度事業で策定した基本構想の

分野別ゾーニングの考えに基づき、基本構想で示された産業集積候補地の現状把握

（個別規制法の適用状況等）をはじめ、住民意識や地権者意向の確認、誘致重点産業

の進出可能性調査、開発コンセプト（開発手法や概算事業費等）の分析、実現化に向

けた方策の検討、検討委員会の運営・資料作成等を行い、各産業集積地が有機的に連

携し市域内に持続的な好循環をもたらす、戦略的かつ実効性のある基本計画を策定

することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 本仕様書は、令和元年度うるま市産業基盤整備計画基本計画策定事業（以下「業務」

という。）に適用する。 

 

（疑  義） 

第３条 受注者は、本仕様書に疑義を生じた場合、あらかじめ契約前に明確にしておくもの

とするが、契約後に疑義が生じた場合は、発注者と協議してその指示に従わなければ

ならない。 
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（業務計画） 

第４条 受注者は、あらかじめ業務に必要な業務計画を立て、発注者と協議しなければなら

ない。 

 

（成果品の検査） 

第５条 受注者は、本仕様書に定められた業務を行い、成果品の検査に合格したときに業務

は完了するものとするが、業務完了後において誤りを発見したときは、直ちにこれを

訂正するものとする。 

 

（一般事項） 

第６条 ⑴ 受注者は、関係法令を遵守し誠実を旨として業務にあたらなければならない。 

    ⑵ 受注した業務を他に再委託する場合は、事前に協議の上承認を得ること。 

    ⑶ 受注者は、本業務により知り得た事項については、秘密を厳守し、他に漏らし

てはならない。 

⑷ 本業務中に、地域住民や権利者から業務に関して異議があった場合、速やかに

発注者と協議すること。 

    ⑸ 受注者は、本業務の実施にあたり技術上の管理を行う管理技術者を定め、業務

全般にわたり技術的な管理を行わなければならない。 

    ⑹ 受注者は、業務の着手及び完了にあたり、以下の書類を提出しなければならな

い。 

      ア 着手届  イ 工程表  ウ 管理技術者届  エ 業務担当職員表 

      オ 経歴書  カ 完了届  キ 引渡書  ク その他協議により指示の

あった書類 

    ⑺ 受注者は、業務のために必要な関係官庁の手続きとその関係者に対して、常に

密な連携を取ると共に十分な協議を行い、円滑な業務の進捗を期さなければ

ならない。 

    ⑻ 受注者は、契約遂行に必要な関係資料の貸与を市に申し出ることができる。 

    ⑼ 本業務にて使用した資料・写真等については、すべてうるま市に帰属するもの

とする。なお、本業務に使用する写真等については特に留意し、必要に応じ受

注者自ら、その版権者（著作権者）に承諾を得るものとする。 

    ⑽ 本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、あるいは本仕様書の記載

事項に疑義が生じた場合は発注者と協議すること。 

    ⑾ その他、うるま市産業基盤整備計画基本計画策定事業企画提案方式実施要領

を遵守すること。 
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第２章 業務内容 

 

（対象区域） 

第７条 本業務の対象区域は、うるま市全域とする。 

 

（業務内容） 

第８条 本業務の内容は次のとおりとする。 

 ⑴ 事前準備 

本業務の実施に先立ち、業務目的及び内容を把握した上で業務計画書を作成し、業務

の手順及び遂行に必要な事項を企画立案するものとする。 

 ⑵ 基本計画の概要・進め方 

   本業務の目的、基本構想の概要、調査内容、調査フローを整理する。業務目的の整理

にあたっては、基本計画と土地利用関連計画等との関係性をはじめ、周辺環境の変化

を踏まえた本市の位置付けと役割を国や全県的な視点から明確にする。 

 ⑶ 分野別ゾーニング及び各地区の方向性再整理 

   産業振興計画及び基本構想で示された産業振興の方向性を再整理するとともに、分

野別ゾーニングの各地区における既存事業の内容把握（実施主体、取組内容）、主要

プロジェクトの対象地区（２地区）について、各地区の特徴を整理し土地活用による

発展可能性と他産業への波及効果を分析する。また、基盤整備を伴う開発が有効とな

る場合等も想定し、分析を行うものとする。 

 

 ⑷ 【主要プロジェクト①】交流人口拡大拠点の創出（石川地区） 

   石川庁舎周辺を中心に市有地が存する石川地区について、交流人口を拡大させる産

業集積を目的として、滞在型観光の促進及び中心市街地への人の流動をもたらすリ

ゾート空間の在り方を検討するとともに、石川ビーチから金武湾港石川地区に至る

エリア全体が有機的に結びついた交流人口拡大拠点の創出可能性を検討する。 

  ア 域内関連計画の内容整理 

    「うるま市公共施設等マネジメント計画」、「うるま市都市計画マスタープラン」、

「うるま市水産業振興計画」、「第二次うるま市観光振興ビジョン」、「うるま市交通

基本計画」等の各種計画における対象地区の位置付けや今後の取組方針を整理す

る。 

  イ 対象地区の現況把握 

    対象地区の位置、想定面積、対象地区及び周辺の土地利用・建物等の状況、個別規

制法（都市計画法、建築基準法、農業振興地域の整備に関する法律等）の適用状況、



4 

 

産業立地特性（周辺環境、広域的交通網等）、近年の開発動向、土地所有の状況等

を把握・整理する。 

ウ 交流人口の拡大に資する機能の整理 

対象地区の立地条件に類似した全国の先進事例を参考にしながら、交流人口を拡

大させるために必要な機能（商業・宿泊施設の誘導、マリーナ機能の創出、親水空

間の創出、ビーチの活用、水産品の加工直売所の整備、道路等の基盤整備等）につ

いて、その必要性を含めて対象地区と周辺エリアの発展に相乗効果をもたらす空

間配置の考えを整理する。 

  エ 産業基盤整備方針の検討 

企業の進出需要を把握するための県内外企業を対象にしたヒアリング調査（２～

３社程度を想定）、住民の意識調査を実施し、周辺環境と調和した土地利用方針及

び基盤整備方針を検討する。 

  オ 産業基盤整備計画（案）の検討 

   (ア) 開発コンセプトの設定 

本業務の調査項目から得られた情報を踏まえ、対象地区内に立地する石川庁

舎周辺を産業集積の核とした地区全体の開発コンセプトを設定する。 

(イ) 開発手法の検討 

   開発条件の整備段階、事業実施段階、企業誘致段階における取組を整理・検討

する。事業実施段階の検討にあたっては、企業の進出需要を踏まえた民間開発

方式による事業推進について、必要に応じて開発事業者に対する個別ヒアリ

ングを実施し、実現可能性の精度を高めるものとする。また、各開発段階にお

いて、改正が必要となる個別規制法等をまとめ、改正案を示すこととする。 

(ウ) 概算事業費の検討 

民間開発方式をはじめとする各手法の概算事業費を整理する。 

   (エ) 事業スケジュールの検討 

      各手法の事業スケジュールを検討する。 

(オ) 整備計画イメージ図の作成 

   対象地区における整備計画イメージ図（２方向×Ａ３サイズ）を作成する。 

  カ 事業化に向けた方策の検討 

事業推進上の課題整理、必要となる都市及び産業機能、事業工程、事業の推進体制

を検討する。事業の推進体制の検討にあたっては、実施主体を明確にするとともに、

各種施策の上位計画として位置づけられる土地利用関連計画等との調整を踏まえ

るものとする。 

 

 ⑸ 【主要プロジェクト②】新たな工業団地造成の可能性調査（仲嶺地区） 

   中城湾港新港地区の利用促進と企業活動の拡大に好循環をもたらす産業の集積を目
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的として、市内に経済波及効果をもたらす新たな工業団地の在り方を検討するとと

もに、周辺環境に配慮しつつ、地権者の意向把握、企業進出の需要把握、民間開発を

含めた事業手法の検討等を通して造成の可能性を検討する。 

ア 対象地区の現況把握 

対象地区の位置、想定面積、自然地理的特性（傾斜、地形等）、産業立地特性（周

辺環境、広域的交通網等）、上下水道・道路等の基盤整備状況、対象地区及び周辺

の土地利用・建物等の状況、個別規制法（都市計画法、建築基準法、農業振興地域

の整備に関する法律等）の適用状況、土地所有の状況、近年の開発動向等を把握・

整理する。 

 イ 企業進出需要の確認 

   対象地区における企業の進出需要を確認するため、経済波及効果の高い誘致重点

産業を中心に県内外企業（デベロッパーを含む）を対象にしたヒアリング調査（２

～３社を想定）を実施する。 

 ウ 住民意識調査 

   対象地区を中心とした土地利用の基本方針や土地活用による発展可能性について、

アンケートやＷＥＢ調査等を通して住民の意識調査を行う。調査の実施にあたっ

ては、産業集積により期待される発現効果について、具体的な内容を可視化して示

せるよう整理する。 

エ 地権者意向の確認 

対象地区の地権者を対象にした、現状及び今後の土地活用に関する意向を確認す

る。また、地権者参画及び合意形成に向けた手法を検討する。なお、地権者意向の

把握手法は、企画提案の内容を踏まえつつ、別途担当職員と協議の上決定する。 

 オ 産業基盤整備方針の検討 

    工業団地造成に関する全国の類似事例を参考にしながら、港湾との近接性を活か

した物流拠点機能強化及び企業活動の拡大に資する基盤整備方針を検討する。な

お、検討にあたっては民間手法の活用を含めたものとする。 

  カ 産業基盤整備計画（案）の検討 

   (ア) 開発コンセプトの設定 

本業務の調査項目より得られた情報から、対象地区と中城湾港新港地区との

有機的な連携によって発現する経済波及効果（企業活動の活発化と港湾利用

の促進、他産業への波及）を踏まえた開発コンセプトを設定する。 

(イ) 開発手法の検討 

   開発条件の整備段階、事業実施段階、企業誘致段階における取組を検討する。

事業実施段階の検討にあたっては、企業の進出需要を踏まえた民間開発方式

による事業推進について、必要に応じて開発事業者に対する個別ヒアリング

を実施し、実現可能性の精度を高めるものとする。また、各開発段階において、
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改正が必要となる個別規制法等をまとめ、改正案を示すこと。 

(ウ) 概算事業費・造成単価・分譲単価の検討 

各手法における概算事業費、想定される造成単価及び分譲単価を整理する。 

   (エ) 事業スケジュールの検討 

      各手法の事業スケジュールを検討する。 

   (オ) 費用対効果の考察 

各手法における基盤整備が実現した場合の費用対効果を考察する。 

(カ) 事業手法の評価・仮選定 

   基盤整備事業を推進する上で、民間のメリット創出や公的負担の軽減に繋が

る、実現可能性の高い事業手法の評価・仮選定を行う。 

(キ) 整備計画イメージ図の作成 

   対象地区における整備計画イメージ図（２方向×Ａ３サイズ）を作成する。 

  キ 事業化に向けた方策の検討 

事業推進上の課題整理、必要となる都市及び産業機能、事業工程、事業の推進体制

を検討する。事業の推進体制の検討にあたっては、実施主体を明確にするとともに、

各種施策の上位計画として位置づけられる土地利用関連計画等との調整を踏まえ

るものとする。 

 

⑹ 企業誘致手法の検討 

   産業集積候補地の企業進出を円滑に進めるための企業誘致手法を検討するとともに、

適用の可能性がある優遇措置や支援制度等の整理、企業進出のインセンティブ拡大

や産業振興に繋がる新たな経済特区の創設について検討する。 

⑺ 検討委員会・幹事会の開催 

産業基盤整備計画（基本計画）の策定に向けた検討を行うため、本市関係部署を中心

に構成する検討委員会（部課長級及び外部委員）及び幹事会（担当課係長等）を設置

し、各３回程度会議を開催する。その会議に必要な資料の作成及び準備、会議録作成

等の適切な運営を行うものとする（外部委員への謝金・交通費等の支払いを含む）。

なお、検討委員会は主要プロジェクト全体の検討を行うものとし、幹事会は各主要プ

ロジェクトの関係課による個別検討を行うものとする。 

⑻ 業務打合せ（５回以上） 

   業務を遂行するにあたり、必要に応じて業務打合せを行うものとする（業務着手時、

検討委員会開催前、中間報告時、成果品納入時、その他打合せが必要と判断した場合）。 

   （業務遂行上、打合せ回数が５回を超える場合でも変更の対象としない。） 

⑼ 成果品 

   ・報告書（リングファイル綴り）             ： ３部（Ａ４版） 

・産業基盤整備計画 基本計画【本編】（100～150 ページ想定）： 100 部（Ａ４版） 
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   ・産業基盤整備計画 基本計画【概要版】（20～30 ページ想定）： 300 部（Ａ４版） 

   ・電子データ（ＣＤ－Ｒ） ： ２枚（正・副） 

   （想定するページ数を超過した場合でも変更の対象としない。） 

 

 

（支給材料及び貸与物件） 

第９条 支給材料及び貸与物件は次のとおりとする。 

・うるま市産業振興計画（平成 29年３月） 

・うるま市産業基盤整備計画基本構想報告書（平成 31年３月） 

 

（留意事項） 

第 10 条 ア 業務の実施にあたっては、技術士（都市及び地方計画）またはシビルコンサ

ルティングマネージャ（ＲＣＣＭ－都市及び地方計画）の資格を有する者を１

人以上配置すること。 

イ 本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際

の請負契約の仕様書とは異なる場合がある。 


